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概要

  

このドキュメントでは、Open Shortest Path First（OSPF）の一般的な問題のトラブルシューテ
ィングについて説明します。 詳細を参照する場合や、次のフローチャートへ移動する場合は、赤
のコマンド ボックスをクリックしてください。

  

前提条件



  

要件

  

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

  

使用するコンポーネント

  

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

  

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

  

表記法

  

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

  

メイン フローチャート

  

Ciscoデバイスからの show ip ospf neighbor、show ip ospf neighbor、または show tech-support
コマンドの出力があれば、潜在的な問題および修正を表示するのに Cisco CLI アナライザ（登録
ユーザのみ）を使用できます。 Cisco CLI アナライザを使用するために、JavaScript を有効に し
てもらわなければなりません。

  

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://cway.cisco.com/go/sa/
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://cway.cisco.com/go/sa/


  

OSPF ネイバーの状態のトラブルシューティング



  

ネイバーの状態の説明については、「OSPF ネイバーの状態」を参照してください。

  

  

OSPF ルーティング テーブルのトラブルシューティング

//www.cisco.com/warp/customer/104/13.html


  

  

OSPF Init 状態のトラブルシューティング

  

「show ip ospf neighbor コマンドで Init 状態にあるネイバーが表示される理由」を参照してくだ
さい。 Init 状態の問題の説明とトラブルシューティング手順について記載されています。

//www.cisco.com/warp/customer/104/7.shtml


  

  

OSPF MTU のトラブルシューティング

  



  

注: 問題がレイヤ 2 に関連している場合、プロキシ ARP がイネーブルかどうかを確認しま
す。 イネーブルになっている場合はディセーブルにして、clear ip arp コマンドを使用して
ARP のキャッシュをクリアします。

  

OSPF の破損したパケットのトラブルシューティング



  

  

OSPF 双方向状態のトラブルシューティング

  

「show ip ospf neighbor コマンドでネイバーが双方向状態のままであると表示される理由」を参
照してください。 OSPF 双方向状態の問題の説明とトラブルシューティング手順について記載さ
れています。

  

//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html


  

OSPF リンクのトラブルシューティング

  



  

リンクのフラッピングのトラブルシューティングには、Embedded Event Manager（EEM）のス
クリプトを使用できます。

  

詳細については次のシスコ サポート コミュニティのドキュメントを参照してください。OSPF の
フラップがあるときに EEM のスクリプトを使用してルータから情報を収集する方法を説明して
います。 EEM スクリプトでの OSPF フラップのトラブルシューティング 。

  

完全な隣接関係のトラブルシューティング

  

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-23657


  

外部リンクステート アドバタイズメントのトラブルシューティ
ング

  

外部 LSA のフォワーディング アドレスの説明、およびゼロ以外のフォワーディング アドレスを
持つ LSA の一般的な問題のトラブルシューティング手順については、「OSPF フォワーディング

//www.cisco.com/warp/customer/104/10.html


アドレスに関する一般的なルーティングの問題」を参照してください。

  

  

OSPF NBMA ネットワークのトラブルシューティング

  

NBMA ネットワーク上の OSPF の一般的な問題の詳細については、「フレームリレー上の
NBMA モードにおける OSPF 実行に関する問題」を参照してください。

//www.cisco.com/warp/customer/104/10.html
//www.cisco.com/warp/customer/104/24.html
//www.cisco.com/warp/customer/104/24.html


  

  

アクセス リストのトラブルシューティング

  

  



PRI 上のネイバーのトラブルシューティング

  

  

ping のトラブルシューティング

  



  

OSPF インターフェイスのトラブルシューティング

  



  

フレームリレー環境のトラブルシューティング

  



  

外部ルートの問題のトラブルシューティング

  



  

ネットワーク タイプのトラブルシューティング

  



  

OSPF エリア タイプのトラブルシューティング

  



  

Hello/Dead 間隔の不一致のトラブルシューティング

  



  

debug ip ospf HELLO コマンドからのデバッグ 出力が HELLO パラメータでミスマッチを示すこ
とに注目して下さい。 debug の出力例を次に示します。

  

*Oct 12 14:03:32.595: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0

 from 192.168.12.2 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Rcv hello from 1.1.1.1 area 0 from

FastEthernet1/0

 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Mismatched hello parameters from 192.168.12.1

!--- Indicates that there is mismtached hello parameters from 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.231:

OSPF: Dead R 2 C 3, Hello R 1 C 1 Mask R

 255.255.255.0 C 255.255.255.0 *Oct 12 14:03:33.531: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on

 FastEthernet1/0 from 192.168.12.2

  



関連情報

  

OSPF に関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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